
愛知ブランド企業

日東工業株式会社

情報学部 情報デザイン学科

メディアデザイン専攻

上岡研究室

D16027 川地 伸幸

2019年度 卒業研究

「リクルートパンフレット」



研究対象 愛知ブランドについて

ものづくり王国と言われる愛知県では、県内製造業の実力を広く国内外にアピールし、

愛知のものづくりを世界的ブランドへと展開するため、県内の優れたものづくり企業を

「愛知ブランド企業」として認定しております。（愛知ブランドWebサイトより抜粋）

愛知県のものづくり企業のクオリティの高さを象徴しています。 マークはAichiの"A"

の文字を抽象化し、 海を抱える愛知県の地形をイメージしています。 また、コア・コ

ンピタンス（核となる競争力）をもとに、 飛翔していく姿を表現しています。

（愛知ブランドWebサイトより抜粋） 1
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• 昭和23年(1948年)に設立された長久手市に本社を置く企業

• 高圧受電設備、分電盤、金属製キャビネットなどの電気機

械器具の製造、販売や発電および売電を事業内容としている

• 従業員数 単体1,842名 連結3,700名(2019年3月31日現在)

• 国内 東京/さいたま/仙台/名古屋/大阪/福岡など全国４５営業所

名古屋工場（本社）/菊川工場/磐田工場/掛川工場/

中津川工場/唐津工場/栃木野木工場 7生産拠点
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参考：日東工業株式会社Webサイト、パンフレット等

研究対象 日東工業株式会社について
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事前準備 企業研究、質問票作成、アポイントメント(9月24日)

第１回訪問 10月18日 取材、社内見学

調査 他社のリクルートツール調査、情報の整理と企画の考案

第２回訪問 11月26日 企画プレゼン ①企画提案 ②決定案打合せ

第３回訪問 12月10日 開発部3名取材&撮影

第４回訪問 12月13日 営業部3名取材&撮影

編集 12月17日 撮影データ編集＆はめ込み

修正 1月21日 企業からの修正案を適用

入稿 1月27日 印刷会社に入稿、刷り上がり

完成 担当企業の方から評価
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研究制作課程
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• 使用場所について

→企業説明会(合同、社内、学内等)

• 既存ツールについて

→企業Webサイト、リクナビ、リーフレット

• 内容について

→現在のツールではどういう風に働く姿が想像できない

興味関心を持ってもらいたい

• 社員や施設の個別撮影について

→開発の部屋の撮影は事前に許可が必要

• 指定素材(素材やロゴ)について

→後日ロゴデータ提供

4
初回訪問時 2019年10月18日

第１回訪問
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• 企業説明会で配布するもの

• 既存の配布物があるのでそれとは別に

新たな紙の印刷物を制作

(身につけれるもので紙以外の素材も有り)
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企業の方からのご要望
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• 企業説明会で話を聞いてもらって興味関心
を持ってもらいたい

• 学生ならではの新しいアイデア

面接に進む人数を増やしたい



• 既存の配布物に採用情報が記載されていない

• 採用情報を見るためには、自分からリクナビや企業Webペー
ジから探さないといけない

• 配布物でどういった会社か分かるが、どのように働いていける
か想像ができない
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課題研究
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仕事内容や採用情報が必要



採用情報・・・82%(41冊)

募集要項・・・・75%(31冊)

福利厚生・・・・90%(37冊)

選考フロー・・・35%(14冊)
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キャリアセンターに届いた新卒向けのリクルートツール50冊に採用情報が
どれだけ入っているかを調査した

82%ものリクルートツールに採用情報があるため、
記載するべきと考えた。

また、記載している冊子は少ないが最初から企業の
選考フローが分かるとあと何回くらい面接があるのか
分かり予定が立てやすくなると考えた。

他社リクルートツール50冊

全50冊

調査
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『日東ライフ』
～先輩社員の暮らし方紹介パンフレット～

• 先輩社員の仕事内容、採用情報が配布物には記載さ
れていない

• プライベートの面で興味を引かれるフリーバカンス休暇と
いう制度

(有給休暇3日間を会社休日につなげた連続休暇)

• 年間休日128日

以上の点から仕事をON、プライベートをOFFとした日東工業
株式会社様の製品の配電盤に絡めたパンフレットを制作

4部署から3名ずつの計12名を想定

ON

OFF

企画コンセプト Ａ案
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• 就活生は企業説明会で採用スケジュールのメモを取る

• 名刺入れを持っていないが、名刺を頂くときが増える

以上の点から、日東工業らしさを出すキャビネットを使用したメ

モ入れを製作。

名刺入れとしても利用できるようキャビネットのサイズは名刺

より少し大きいサイズ
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企画コンセプト B案
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デザイン案

『キャビネットメモ』



企画A、B案を提案した結果A案を採用

12名を想定していたが、時間の都合や本社以外のところにいるため

開発部3名、営業部3名の計6名に変更

ON

A案 B案 10

第２回訪問第２回訪問
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• 開発部3名の取材&撮影

(荻澤様、南部様、川井様)

11荻澤様 南部様 川井様

第３回訪問
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• 素材撮影



• 営業部3名の取材&撮影

(堀田様、奥田様、鈴木様)
• 追加素材撮影

(

12堀田様 奥田様 鈴木様

第４回訪問
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裏表

制作物 表紙
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• 撮影させていただいた
配電盤のスイッチ部分
を使用

• 表から読み進めるとON(仕事)、
裏から読み進めるとOFF(プライベート)

• 仕事面、プライベートどちらも充実させ
ることを目的に表には
「Quality of Life(生活の質)」と入れた
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1P 2P

• 川井様ON• 開発部がある棟を使用

制作物 内容①
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• 荻澤様ON• 南部様ON

制作物 内容②

16

3P 4P
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制作物 内容③制作物 内容③
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5P 6P

• 鈴木様ON• 営業部がある棟を使用
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制作物 内容④
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7P 8P

• 堀田様ON• 奥田様ON
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制作物 内容⑤
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9P 10P

• リクナビページにすぐ飛べ
るようQRコードをはめ込み

• 会社ロゴがある棟を背景に使用
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制作物 内容⑥
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11P 12P

• 奥田様OFF• 堀田様OFF



20

14
P

制作物 内容⑦
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13P 14P

• 会社ロゴと営業部所
長の堀田様を使用

• 鈴木様OFF
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制作物 内容⑧
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15P 16P

• 南部様OFF• 荻澤様OFF
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制作物 内容⑨
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17P 18P

• 展示ルームを使用• 川井様OFF



【人事部 宮木様】

社員の私生活に踏み込み、ＯＮとＯ
ＦＦの両方を見せることで、働いてい
る社員の様子が具体的にイメージを
描ける内容になっていて良かったで
す。当社製品を素材としたデザイン
で考えていただき、ありがとうござい
ます。

【広報室 大島様】

真面目で几帳面に作品に想いをしっか
り込めて品の良いパンフレットを制作し
てくれました。人事も活用すると思いま
す。
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今後の新卒採用の配布物として利用予定

企業の方からの評価
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今回、上岡研究室の卒業研究ということで企業の方と関わる事がとても多かったです。

学生同士なら時間に余裕があるのでいいのですが、企業の方は自分の仕事がある中で

時間を割いて協力してくださっているので、いただいたご連絡にはすぐに返事をしなければ

いけないと感じました。また、日程管理が甘く最後に編集などを急いでやってしまったので、

早め早めに自分で予定を立てて進めていかなければいけないと感じました。企業と関わら

せていただいた今回の卒業研究の経験を活かして働いていきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

D16027 川地伸幸
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感想
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